
第８９回日本高等学校選手権水泳競技大会
令和３年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会

長野運動公園総合運動場総合市民プール

高校記録     22.65
競技No. : 8 男子   50m 自由形 予選

大会記録     22.65

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 7/3 東  京 山口　遼大 暁星 04 高2
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ ｷﾞｮｳｾｲ    23.20 (  0.77)

2 6/4 長  崎 森山　　遼 長崎南山 03 高3
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ NGSﾅﾝｻﾞﾝ    23.32 (  0.61)

2 7/4 大  阪 重藤　流世 四條畷学園 04 高2
ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ    23.32 (  0.63)

4 7/6 東  京 鎌田　純吾 日大豊山 03 高3
ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺﾞ ﾌﾞｻﾞﾝ    23.34 (  0.65)

5 6/3 栃  木 蓮沼　椋祐 宇都宮短大附 05 高2
ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ ｳﾀﾝﾌ    23.44 (  0.60)

6 6/6 静  岡 内村　駿斗 飛龍 05 高2
ｳﾁﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ    23.47 (  0.69)

7 5/3 北海道 市村　優弥 北海 03 高3
ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾔ ﾎｯｶｲ    23.53 (  0.64)

8 6/5 北海道 山本　麻尋 大谷室蘭 03 高3
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ ｵｵﾀﾆﾑﾛﾗﾝ    23.54 (  0.68)

9 5/6 長  崎 竹野　友貴 瓊浦 03 高3
ﾀｹﾉ ﾄﾓｷ ｹｲﾎ    23.62 (  0.69)

10 5/5 福  岡 小山　陽翔 東福岡 04 高3
ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ    23.64 (  0.68)

11 5/7 静  岡 石川　大智 浜松日体 03 高3
ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾊﾏﾏﾂﾆｯﾀｲ    23.67 (  0.67)

11 6/1 埼  玉 田中直太朗 埼玉栄 03 高3
ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ ｻｲﾀﾏｻｶｴ    23.67 (  0.68)

13 7/5 大  阪 木下　翔真 大体大浪商 04 高3
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ    23.68 (  0.67)

14 5/1 神奈川 松原　光佑 大津 04 高2
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ ｵｵﾂ    23.69 (  0.59)

14 7/2 佐  賀 木山　　宝 唐津商業 04 高3
ｷﾔﾏ ﾀｶﾗ ｶﾗﾂｼｮｳ    23.69 (  0.69)

16 6/2 茨  城 忍田　　尊 常総学院 03 高3
ｵｼﾀﾞ ﾀｹﾙ ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ    23.72 (  0.70)

17 3/6 神奈川 佐藤　　克 麻溝台 03 高3
ｻﾄｳ ｶﾂ ｱｻﾐｿﾞﾀﾞｲ    23.73 (  0.61)

17 6/0 東  京 清水　恒聖 目黒日大 03 高3
ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ ﾒｸﾞﾛNU    23.73 (  0.65)

19 5/4 新  潟 矢澤　祥太 直江津中等 03 高3
ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ﾅｵｴﾂﾁｭｳﾄ    23.75 (  0.58)

20 7/1 千  葉 岡留　大和 東邦大東邦 05 高1
ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ ﾄｳﾎｳ    23.84 (  0.88)
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21 6/9 東  京 光永　翔音 日大豊山 05 高1
ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ ﾌﾞｻﾞﾝ    23.88 (  0.76)

22 5/2 大  阪 柿木奏之介 関大北陽 04 高2
ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ    23.89 (  0.61)

23 6/8 愛  知 加藤　遼馬 中京大中京 04 高2
ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ CHUKYO    23.93 (  0.64)

24 3/1 愛  知 高見　諒真 中京大中京 03 高3
ﾀｶﾐ ﾘｮｳﾏ CHUKYO    23.94 (  0.67)

24 4/4 岡  山 村上　太一 岡山操山 04 高3
ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ ｿｳｻﾞﾝ    23.94 (  0.64)

26 5/8 東  京 松井　理宇 日大豊山 06 高1
ﾏﾂｲ ﾘｳ ﾌﾞｻﾞﾝ    23.98 (  0.78)

27 4/1 神奈川 竹鼻　涼太 法政二 03 高3
ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ ﾎｳｾｲﾆ    23.99 (  0.77)

28 5/9 群  馬 黒古　大樹 前橋 03 高3
ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ ﾏｴﾊﾞｼ    24.00 (  0.60)

28 6/7 石  川 城下凜太朗 小松 03 高3
ｼﾛｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ ｺﾏﾂｺｳｺｳ    24.00 (  0.69)

30 1/3 大  阪 高嶋　悠雅 桃山学院 05 高1
ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ    24.02 (  0.65)

31 2/0 北海道 髙橋　良汰 北海道栄 04 高2
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ﾄﾞｳｻｶｴ    24.03 (  0.68)

31 7/9 岩  手 田中　拓紀 盛岡北 03 高3
ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ ﾓﾘｷﾀ    24.03 (  0.68)

33 4/3 埼  玉 梅田　航希 花咲徳栄 03 高3
ｳﾒﾀﾞ ｺｳｷ ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ    24.09 (  0.64)

33 4/6 埼  玉 尾藤　秀哉 埼玉栄 03 高3
ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ ｻｲﾀﾏｻｶｴ    24.09 (  0.59)

33 7/8 千  葉 砂村　光彦 銚子商業 05 高2
ｽﾅﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ ﾁｮｳｼｼｮｳ    24.09 (  0.76)

36 5/0 栃  木 韓ｼﾞｭﾝﾋｮｸ 宇都宮 04 高2
ﾊﾝ ｼﾞｭﾝﾋｮｸ ｳﾂﾉﾐﾔ    24.11 (  0.70)

37 1/6 福  岡 冨野　陽輝 育徳館 04 高2
ﾄﾐﾉ ﾊﾙｷ ｲｸﾄｸｶﾝ    24.12 (  0.65)

37 3/4 千  葉 星　　隆希 昭和学院 03 高3
ﾎｼ ﾘｭｳｷ SHOWA    24.12 (  0.58)

39 2/3 千  葉 設樂　航希 柏南 03 高3
ｼﾀﾗ ｺｳｷ ｶｼﾜﾐﾅﾐ    24.13 (  0.65)

39 2/5 埼  玉 浪江　勝太 春日部共栄 03 高3
ﾅﾐｴ ｼｮｳﾀ ｷｮｳｴｲ    24.13 (  0.70)

2021/08/17 12:23:44 Page 2

種目別競技結果

SEIKO Swimming Results System



第８９回日本高等学校選手権水泳競技大会
令和３年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会

長野運動公園総合運動場総合市民プール

高校記録     22.65
競技No. : 8 男子   50m 自由形 予選

大会記録     22.65

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

39 7/7 福  島 野矢　育夢 尚志 03 高3
ﾉﾔ ｲｸﾑ ｼｮｳｼｺｳｺｳ    24.13 (  0.66)

42 4/8 神奈川 岡部　快澄 桐光学園 04 高2
ｵｶﾍﾞ ｶｲﾄ ﾄｳｺｳ    24.20 (  0.71)

43 3/2 愛  知 平沼　倉多 名古屋 03 高3
ﾋﾗﾇﾏ ｿｳﾀ ﾅｺﾞﾔｺｳ    24.21 (  0.71)

43 3/7 新  潟 本間　隼大 長岡大手 03 高3
ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ    24.21 (  0.72)

45 2/2 千  葉 砂村　明彦 銚子商業 05 高2
ｽﾅﾑﾗ ｱｷﾋｺ ﾁｮｳｼｼｮｳ    24.22 (  0.68)

46 3/8 愛  知 高羽　悟史 愛み大瑞穂 03 高3
ﾀｶﾊﾞ ｻﾄｼ MIZUHO    24.23 (  0.71)

46 4/2 京  都 中西　挑遥 京都教育大附 03 高3
ﾅｶﾆｼ ﾁﾊﾙ ｷｮｳﾌｿﾞｸ    24.23 (  0.70)

48 1/8 兵  庫 原田　壮大 神戸村野工業 05 高1
ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ MURANO    24.25 (  0.66)

48 7/0 神奈川 井上　慶人 湘南工大附 04 高2
ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ    24.25 (  0.62)

50 3/5 神奈川 岡村　修朋 逗子開成 03 高3
ｵｶﾑﾗ ｼｭｳﾎｳ ｽﾞｼｶｲｾｲ    24.27 (  0.74)

51 2/4 茨  城 鏑木　悠斗 東洋大牛久 03 高3
ｶﾌﾞﾗｷ ﾕｳﾄ ﾄｳﾖｳｳｼｸ    24.32 (  0.60)

52 4/5 宮  城 高橋康太朗 東北学院 04 高2
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ ｶﾞｸｲﾝ    24.33 (  0.79)

52 4/7 東  京 西松　寛和 京華 05 高1
ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ ｹｲｶ    24.33 (  0.70)

54 2/8 愛  媛 篠﨑　　翔 大洲 04 高2
ｼﾉｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ ｵｵｽﾞｺｳ    24.34 (  0.64)

55 4/0 大  阪 佐藤　佑亮 太成学院大高 05 高1
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ﾀｲｾｲｺｳｺｳ    24.36 (  0.67)

56 2/1 兵  庫 吉岡亜矢都 市立尼崎 04 高3
ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ ICHIAMA    24.37 (  0.69)

57 1/7 北海道 山岸　柊也 北科大高 05 高2
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｳﾔ ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ    24.39 (  0.67)

58 3/3 佐  賀 寺川琉之介 武雄 05 高1
ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾀｹｵｺｳｺｳ    24.46 (  0.83)

59 2/7 神奈川 西川　知希 法政二 04 高2
ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞｷ ﾎｳｾｲﾆ    24.47 (  0.62)

60 1/4 愛  媛 一色明日斗 済美 03 高3
ｲｯｼｷ ｱｽﾄ ｻｲﾋﾞ    24.49 (  0.66)
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61 4/9 鳥  取 上杉　了以 米子北 05 高1
ｳｴｽｷﾞ ﾘｮｳｲ ﾖﾅｺﾞｷﾀ    24.50 (  0.68)

62 1/2 宮  城 高橋　遥馬 仙台二華 04 高3
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾏ ｾﾝﾀﾞｲﾆｶ    24.59 (  0.64)

63 1/5 千  葉 中村　海晟 市立船橋 05 高1
ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ ｲﾁﾌﾅ    24.61 (  0.60)

64 3/9 岩  手 阿部虎之介 盛岡南 04 高3
ｱﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ    24.62 (  0.63)

65 2/6 兵  庫 北井　志宜 市川 03 高3
ｷﾀｲ ﾓﾄｷ ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ    24.67 (  0.71)

66 2/9 長  野 ベイカ　魁 地球環境 04 高2
ﾍﾞｲｶ ｶｲ ekankyo    24.77 (  0.78)

67 1/0 福  岡 渡辺　健士 戸畑 04 高2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ ﾄﾊﾞﾀ    24.80 (  0.67)

67 1/1 千  葉 大橋　一毅 千葉商大付 04 高2
ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ SHODAI    24.80 (  0.59)

69 3/0 大  阪 細川　　碧 大体大浪商 05 高1
ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ    24.96 (  0.64)

2021/08/17 12:23:44 Page 4

種目別競技結果

SEIKO Swimming Results System


